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◇第５章 地域をつなぐ人づくり 

◇第６章 みんなで描き育む町づくり 
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第１章 命を守る安心安全の町づくり 

第１節 防災消防 

 

１．現況と課題 

平成２８年熊本地震をはじめ令和２年７月豪雨災害など、未曾有の大災害が本県で

発生しており、今後も南海トラフや人吉盆地南縁断層を震源とした地震による災害の

発生が予測されています。また、近年は長時間の強い雨をもたらす線状降水帯の影響

による水害も全国各地で発生しております。本町は地理的条件により比較的災害の発

生は少ないですが、今後も自主防災組織など地域住民との連携を図りながら、防災・

減災の思想の普及を図り、町民の生命・財産を守っていくことが必要です。そのよう

な中、令和 2 年度に防災マップを見直すとともに、再度町民に危険地域の周知を行い

ました。 

   消防団員の確保は、若年者の減少による新規団員の減少、団員の就労形態の変化に

伴い、昼間の消火活動等への対応のため消防団ＯＢを活用する機能別団員制度を導入

しましたが、近年はその機能別団員の割合が高くなってきており、火災だけでなくさ

まざまな災害に対応するためにも、引き続き現役消防団員の確保対策が課題となって

います。 

国際情勢を見ますと、他国からの武力攻撃やテロ対策など国民を取り巻く情勢も変 

化しつつあります。そうした中、本町では湯前町国民保護計画を策定し、有事の際に 

町民に対しスムーズな情報伝達が出来るよう、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ 

Ｔ）の整備を行いました。また、令和元年度に町のホームページを改修したことによ

り、災害情報等の緊急的な情報などをいち早く町民へ伝達する手段をとしてＳＮＳを

活用するなど、リアルタイムな情報伝達に努めるとともに、さらに充実した防災消防

体制を構築する必要があります。 

 

 

２．基本方針 

消防団員及び自主防災組織の知識習得と防災訓練等の実施を行い、上球磨消防署と

の連携強化を図りながら、地域住民と一体となって「自助・共助・公助」の確立に努

めます。また、国・県等との連携を取りながら、総合的な防災対策の強化を図ります。 

 

３．施策の体系 

（１）自然災害対策の推進 

（２）消防対策の推進 

（３）自主防災組織の推進 
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４．基本計画 

（１）自然災害対策の推進 

町内を流れる都川、牧良川、仁原川等の災害が起こり得る危険箇所につい 

ては、国及び県の災害防止関連事業等を要望し、災害の未然防止に努めます。 

また、山林が持つ本来の水源かん養機能と大雨時における土砂流出防止機 

能の維持推進を図って災害の未然防止に努めます。 

農地や森林等は洪水防止等の多面的機能を有するため、被害拡大を防止す 

る観点から、国・県等の制度を活用し、適正な保全を進め、町民の安全・安

心に努めます。 

   

（２）消防対策の推進 

①消防防災体制の充実強化を図ります。 

②火災予防、防災・減災の確立に努めます。 

③消防資機材、設備、装備の充実、機動力の強化を進め、消防団の機動力確保

と設備の近代化に努めます。 

④上球磨消防署と連携を図りながら、より充実した消防団活動及び組織強化に

努めます。 

 

  （３）自主防災組織の推進 

地区住民の防災意識の向上を図り、災害発生時には自主防災組織を核とした

活動により被害を最小限にとどめ、日常の予防・防災に努めます。また、災害

救助や避難所運営等における「自助・共助」の中核を担う町民のスキルアップ

のため、防災士の育成や自主防災組織相互の連携強化に努めます。 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

防災士の人数 ４人 １０人 

SNS（LINE）登録者数 ２００人 ５００人 

 

 

  ■関連計画 

   地域防災計画、湯前町国土強靭化地域計画 

 

  ■用語解説 

   ①ＳＮＳ＝ソーシャルネットワーキングサービス 

    登録された利用者同士が交流できるＷＥＢサイの会員制サービスのことです。 

友人同士や同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりと、
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ある程度閉ざされた世界にすることで密接な利用者間のコミュニケーションを

可能にする。最近では、会社や組織の広報としての利用も増えている。 

    例：Facebook、LINE、instagramなど 
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第２節 防疫対策 

 

１．現況と課題 

令和２年１月に新型コロナウイルスが検出されたのを皮切りに、全世界に爆発的な 

広がりを見せ、数多くの犠牲者をもたらしただけでなく、経済にも大きなダメージを 

与えました。すでに知られている感染症とは異なり、危険度が高いと考えられる新た

な感染症（新型コロナウイルス感染症の他、新型インフルエンザ、ＳＡＲＳ、人獣共

通感染症等）が確認された場合は、保健所等関係機関との連携が重要となってきます。    

あらゆる感染症を予防し、尊い人命や経済的損失を生み出さないための取り組みが

求められています。 

産業面においても、家畜伝染病など多くの感染リスクを低減させるためにも、これ 

まで以上に徹底した衛生管理が不可欠です。 

 

２．基本方針 

感染症の感染拡大を防止するためには、国や県のガイドラインや新たな情報をいち 

早く取り入れ、町民に対し、より早く、正確な情報を発信するとともに、これまでと 

違う日常であることを町民一人一人が自覚し、｢新しい生活様式｣を取り入れていくこ 

とが大切です。 

 

３．施策の体系 

  （１）新型コロナウイルスやインフルエンザをはじめとする感染症予防対策 

（２）畜産業における防疫対策 

 

４．基本計画 

（１）「新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、新型コロナウイルス感染症 

をはじめ、各種感染症の発生時において、町民生活に不可欠な行政サービスの

提供と町民への感染拡大の防止及び感染予防の対策を図ります。 

災害時には県知事の指導のもとに、パンフレット、リーフレット等により、

町民に対する予防教育を徹底するとともに、ＩＰ告知放送やや電光掲示板等を

活用して広報活動を強化します。避難所の設置及び運営については「避難所衛

生マニュアル」を作成し、感染拡大の防止及び感染予防に努めます。 

 

（２）畜産業における防疫対策 

     衛生指導や各種予防注射の推進を図るとともに、飼養衛生管理基準の遵守を徹 

底することで、家畜伝染性疾病の発生予防を進め、人に感染するリスクを防止し 

ます。 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

インフルエンザワクチン 

予防接種率 
５７．２％ ６５．０％ 

 

 

  ■関連計画 

新型インフルエンザ等対策行動計画 

  

 

  ■用語解説 

   ①人獣共通感染症 
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第３節 交通安全と防犯 

 

１．現況と課題 

   近年、高齢者による事故や飲酒運転による事故が多発しており、罰則の強化が進め

られています。交通事故件数は以前より少なくなってきているものの、交通事故に対

する高齢者の割合が非常に高くなっています。本町においても高齢者の事故の割合は

増えてきており、運転免許証の自主返納者を含め交通弱者への対策に取り組む必要が

あります。 

カーブミラー、ガードレールといった交通安全施設の老朽化も目立ち、ハード面で

も交通安全対策を講じることが必要です。 

   本町においては、都市部で起きているような大きな犯罪や事件などは発生していま

せんが、全国的に被害が多発している「振り込め詐欺」や「窃盗」、「声かけ事案」な

どの高齢者や子どもをターゲットとした犯罪が増加しています。犯罪を未然に防ぐた

めにも、警察、学校、各行政委員、地域住民との連携・連絡を密に取り合うことが必

要となってきています。併せて、通学路や、犯罪の温床となるような暗い場所への防

犯灯の設置や犯罪被害防止や行方不明者の早期発見等のための見守りカメラの設置

が必要です。 

 

２．基本方針 

   交通安全施設及び環境の充実を図り、町民一人一人が交通ルールを守るための安全

意識高揚を目指します。また、幼児・児童・生徒に対する交通安全教室や、高齢者の

交通事故防止につながる活動を実施し、安心・安全の町をつくります。 

   犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らすことができるために必要な防犯環境整備を行う

とともに町民一人一人の防犯に対する意識高揚を図ります。 

 

３．施策の体系 

（１）道路交通環境の整備 

（２）交通安全ルールの普及徹底 

（３）被害者救済の支援（交通・防犯） 

（４）防犯環境の整備及び防犯意識高揚の徹底 

（５）消費者行政の推進 

 

４．基本計画 

（１）道路交通環境の整備 

近年の自動車保有台数及び運転免許保有者の増加に見られるように、自動車

の利用は町民にとって不可欠なものとなっています。このため道路の構造、交

通の状況等により、交通の安全を確保するため必要がある箇所には、ガードレ

ール、カーブミラー、道路標識、区画線等の交通安全施設整備を年次計画によ
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り行います。併せて老朽化した施設の改修も行います。 

 

（２）交通安全ルールの普及徹底 

交通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に

努め、幼児・児童生徒・成人・高齢者に対する交通安全教育の推進を家庭、保

育所、学校、地域、職場等で行います。特にチャイルドシート着用率が低く、

着用率１００％を達成できるよう、啓発活動を充実させます。 

 

① 幼児に対する交通安全教室 

保育園等において、幼児の発育段階に応じ、日常の保育活動を通じて計画的か

つ継続的に行います。 

 

②児童・生徒に対する交通安全教室 

児童・生徒の心身の発達段階に応じ、日常生活における交通安全に必要な事項

を理解させ、交通社会の一員として自己の安全のみならず、他の人や社会の安全

に自主的に貢献できる健全な社会人を育成することを目的として、学校、家庭及

び地域や関係機関等の協力を得ながら、計画的に行います。 

 

③成人等に対する交通安全教育 

成人等に対しては、地域、職場における講習会の開催、死亡事故に直結する悪

質なあおり運転や飲酒運転の防止、チャイルドシート着用の徹底等、社会的責任

の自覚を促します。 

 

④高齢者に対する交通安全教育 

老人クラブにおける交通安全部会活動の充実により法令講習会を行い、交通安

全に対する知識と意識の高揚を図ります。高齢者の運転については、警察署等で

実施される各種講習会等の機会を通じて、年齢・経験に応じた安全運転の励行を

促進します。また、高齢者における事故の多発により、自動車運転技術のみなら

ず、自転車使用時や歩行時における注意等を周知徹底します。 

 

⑤広報活動の充実 

多良木警察署・交通安全協会を中心に、春・秋の全国交通安全運動や、夏休み・

年末年始の事故防止運動を実施します。その他、交通指導員を中心に関係団体へ

呼びかけ、街頭指導や各種行事の交通整理等を通じて、交通安全の啓発を行いま

す。 

 

（３） 被害者救済の支援（交通・防犯） 

① 救急業務の支援 

救急業務体制については、高規格救急車の導入に伴い充実が図られています。
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救急医療機関として、球磨郡公立多良木病院等の医療機関があります。今後も

両機関と連絡を密にしながら、救急業務体制の支援を行います。 

 

② 交通事故相談窓口・犯罪被害者等支援窓口の設置 

現在、総務課に相談窓口を設置しており、交通事故相談・犯罪被害者等支援相

談の適正な運営を図るため、県交通事故相談所・くまもと被害者支援センター等

の関係機関等の連絡協調を図り、町民に対し、広報誌等での被害者の救済制度の

周知徹底を図り、広く相談の機会を提供します。 

 

（４）防犯環境の整備及び防犯意識高揚の徹底 

窃盗や性犯罪などの起こりやすそうな暗い裏路地や住宅密集地及び通学路を重 

視した防犯灯の整備を行うとともに、プライバシーを配慮した見守りカメラの設置 

を推進します。 

また、本町のボランティア組織や警察と連携し、必要に応じて登下校時のパトロ

ール等を実施します。さらに、早い段階（幼少期）からの防犯に対する知識習得の

機会をつくり、意識高揚を徹底します。 

 

（５）消費者行政の推進 

①消費生活相談体制の充実 

保健福祉課に設置している消費者相談窓口に加え、人吉球磨広域連携推進協議

会で実施している人吉市消費生活センターにおける相談体制を継続するとともに、

関係機関等と連携し消費生活相談体制の充実を図ります。 

 

②消費者啓発活動と情報発信 

消費者意識の向上のため、広報誌等による啓発と消費生活情報の提供を行いま

す。また、高齢者等の消費者被害防止のため、民生委員や警察、社会福祉協議会

等の関係機関と連携した見守り活動を推進します。 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

見守りカメラ設置台数 １１ １５ 

防犯灯の設置台数 ５２１ ５５１ 
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第２章 次世代につなぐ持続可能な産業づくり 

第１節 農業の振興 

１．現況と課題 

   農業は、生活に必要不可欠な食料を供給する機能を有するとともに、国土保全等の

多面的機能を有しています。しかしながら、農業者や農村人口の著しい高齢化・減少

に伴い労働力の低下が進行しています。今後も、農業者の減少が見込まれる中で、農

業の生産基盤が損なわれ、地域コミュニティの衰退が一層進む事態が懸念されます。 

   加えて、近年の大規模災害、気候変動、野生鳥獣害、家畜疾病等の被害が食料や農

業の現場に深刻な影響を及ぼすとともに、農業リスクを脅かすことで経済活動への影

響が懸念されます。 

   そうした中で、本町の農業は担い手農家を中心に、水稲を基幹として施設園芸、畜

産、葉タバコ等を組み合わせた複合経営で営まれています。しかし、近年の災害等に

よる農畜産物の被害、燃料・資材価格の高騰による農業所得の低迷は農家の兼業化に

拍車をかけ、後継者不足と農業者の高齢化が顕著となっており、その結果として生じ

る遊休農地や耕作放棄地の増加が、農業の置かれた環境の厳しさを示しています。 

   このような状況の中、今後の本町の農業を支えていく、農業後継者や担い手を確

保・育成することが重要であり、そのためには、集積による農地の有効活用や労力の

コスト削減に繋がるスマート農業等の取り組みに着目し、農業振興を積極的に推進す

る必要があります。 

   また、消費者のニーズに合った、収益性の高い農畜産物の生産を推進しながら、そ

の生産のためには、圃場整備後約４０年以上が経過している老朽化した用排水路の改

修といった生産基盤も計画的に整備することが必要です。 

 

２．基本方針 

   次世代につなぐ持続可能な農業を実施していくため、農業振興検討委員会等の意見

も参考に農業後継者や担い手の確保・育成やそれに伴う、農地の集積・集約化を図り

ます。また、生産基盤の整備やスマート農業の取り組みを進めるほか、近年多発する

災害や気象変動の対応や食と農の繋がりを深めるための活動を進めます。 

 

３．施策の体系 

（１）農業後継者や担い手の確保・育成 

（２）農地集積・集約化の加速化 

（３）農地保全と有効活用 

（４）生産基盤の整備 

（５）生産性の向上 

（６）食と農とのつながりの深化 
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４．基本計画 

（１）農業後継者や担い手の確保・育成 

    本町の農業を持続的に発展させるために、農業を仕事として選択してもらうた

めの農業後継者や担い手の確保・育成が必要なため、関係機関や農学連携による

研修や教育への支援、就農相談を実施し、農業経営の安定化対策を進めていきま

す。 

 

（２）農地集積・集約化の加速化 

    農地集積・集約化については、人・農地プランの実質化に取り組み、加速化を

図る必要があります。そのためには地区の実情に応じた将来の農地利用を農業委

員会及び農地利用最適化推進委員並びに関係機関と協議しながら、担い手等に集

積・集約化を進めていきます。 

 

 

（３）農地保全と有効活用 

    農地は、食料の安定供給はもとより、生活を守る役割や洪水の防止、水資源の

涵養等の多面的機能を有しており、その維持を図るために日本型直接支払制度等

の活用により、地域住民一体となって農地や農業用施設の保全管理、鳥獣害の防

止に努め、遊休農地や耕作放棄地の発生防止を図ります。 

 

（４）生産基盤の整備 

    用排水路は、圃場整備後約４０年以上経過し、老朽化が進み改修等の時期がき

ています。このため、国等の補助事業を活用した改修を行い、農業用水の安定供

給を図り、営農の活性化のため、収益性の高い作物の導入等も協議しながら計画

的に進めていきます。 

    また、今まで整備されてきた農道等の施設は、適切な管理を図りながら、地域

の状況に応じた整備を進めていきます。 

 

（５）生産性の向上 

    農家の高齢化、担い手の減少により労働力不足が懸念されるため、省力化や負

担軽減に繋がるスマート農業を推進します。 

    また、湯前町農業公社と連携し、担い手等の支援が図れるよう進めていきます。 

 

（６）食と農とのつながりの深化 

    学生等を中心に、食育の推進とふるさとの食文化や地域食材に対し理解を深め

てもらえるように、地産地消の取り組みを進めていきます。 

    また、商工業と連携した名産品の開発・磨き上げ、魅力ある買い物場所の確保 

により農村の季節に応じた食材等を生産現場から都市住民等へ、直接見て感じ 

てもらえる環境づくりを進めていきます。 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

認定農業者、認定新規就農者数 ５６名 ６０名 

担い手への農地集積率 ４８．４％ ６０．０％ 

  ※地域の実情に応じた目標値を設定 

 

■用語解説 

① スマート農業 

ロボット技術や情報通信技術(ICT)などの先端技術を活用し、超省力化や高品質

な生産などを可能にする農業技術 

② 人・農地プラン 

集落地域が抱える人と農地の問題を解決するための未来の設計図。集落・地域

の徹底的な話し合いを通じて、人と農地の問題を一体的に解決し、持続可能な

力強い農業を実現するためのもの。 

③ 日本型直接支払制度 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく、農業の多面的機

能の維持・発揮のための地域活動や営農活動を支援する農林水産省の制度で、

「多面的機能支払」「中山間地域等直接支払」「環境保全型農業直接支援」の３

つの対策の総称 
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第２節 林業の振興 

 

１．現況と課題 

   本町は、町の面積の７割以上を森林が占めており、森林のうち６割以上が国有林

となっており、残り４割が民有林となっています。 

   民有林の人工林率は９割を超えており、人口林のうち主伐が可能な林齢の森林は８

割と森林資源が成熟し、利用期にあります。 

   また民有林のうち、６割以上は町有林となっており、国有林と合わせると、町の森

林のうち、８割以上は公的に管理・経営しています。町有林を除く民有林の管理・経

営においては、町の民有林面積ベースで９割以上の森林が森林経営計画を策定してい

る森林となっており、主に上球磨森林組合を中心に民有林の管理・経営がなされてい

ます。 

   森林の適切な管理と林業振興において最も重要な林業事業体については、上球磨森

林組合をはじめ、民間林業事業体において、造林や保育、素材生産に取り組まれてお

り、森林の適切な管理のみならず、地域の雇用の受け皿となっています。 

   全国的にみても、森林資源が成熟し、森林経営・管理の集約化も進み、林業が生業

として成り立っている稀な地域でありますが、材価の低迷に伴う森林所有者の森林へ

の関心の薄れから未相続となる森林もあり、将来的に管理できない森林の増加が危惧

されます。 

   また森林資源の成熟に伴い、森林の更新が増えており、再造林や下刈り、間伐等の

施業は今後増加が見込まれますが、林業従事者の確保が困難な状況にあり、林業従事

者の確保が課題となっています。 

   森林管理と林業振興の基盤となる林道等の路網については、令和２年７月豪雨災害

により多くの林内路網が被災しており、下刈りや間伐等の現場に行けない等の影響が

出ており、すみやかな復旧が求められています。 

 

２．基本方針 

民有林の適切な管理・経営は、管理者不在の森林の発生を未然に防ぐため、これま

で同様に町内における森林経営計画の作成を推進します。民有林の施業については、

本町の森づくりの基本構想（令和２年度に策定）に基づき、それぞれ設定したゾーニ

ングに則した施業を推進し、林業経営の効率化と森林管理の適正化を図ります。 

また林業・木材産業の振興は、地域林業を支える林業従事者を確保するため、森林

環境譲与税も活用し、林業従事者の育成及び新規確保に対し支援します。 

地域で生産された木材の５割程度は、丸太のまま地域外に供給されており、地域で

生産された木材の利益が地域に還元できるように木材を高付加価値化して、川中・川

下に供給する取り組みを支援します。 

森林への理解を深め、森林への関心を高めるための取り組みとして「熊本県企業・

法人等との協働の森づくり」の活動を積極的に推進します。 
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３．施策の体系 

  （１）林業経営の効率化と森林管理の適正化 

  （２）地域産材の需要拡大と付加価値供給 

  （３）担い手の育成 

  （４）森林の多様な利用の推進 

 

４．基本計画 

（１）林業経営の効率化と森林管理の適正化 

民有林の適正な管理を持続するため、森林経営意欲のなくなった森林につい

て、森林経営管理制度や森林環境譲与税を活用して、森林が荒廃しない最低限

必要な施業を行います。 

また、民有林の大半を町有林が占めている特徴を活かして、さらなる森林管

理・経営の集約による適正な森林管理の持続を図るため、町に対する森林の寄

付を積極的に受け入れます。 

さらに、現在、民有林面積の９割以上の森林において、森林経営受委託契約

に基づき森林経営計画が作成されており、管理者不在の森林は極めて少ない状

況であるため、引き続き林業経営の効率化と森林管理の適正化のため、森林経

営計画の作成を推進します。 

 民有林の施業については、前例踏襲の施業ではなく、情勢に合わせた施業を

推進するため、本町の森づくりの基本構想（令和２年度に策定）に基づき、そ

れぞれ設定したゾーニングに則した施業を支援します。 

 令和２年７月豪雨により被災した林道については、災害復旧事業にて早期に

復旧を図りますが、他所管との調整が必要な路線については、関係機関と被災

箇所全体の復旧工程を協議のうえ、計画的に復旧を図ります。 

 

  （２）地域産材の需要拡大と付加価値供給 

      地域で生産された木材を地域内で消費する地産地消の体制の構築を推進す

るため、公共施設の木造・木質化や木造住宅等における地域産材利用を支援し

地域内での需要拡大を図ります。 

また、地域内で生産されている木材の５割程度は、丸太のまま地域外へ流通

しており、地域内の製材所等で加工し、川下に付加価値供給することで、森林

から得られる利益が地域内に還元できるため、地域で生産される木材の付加価

値供給の体制整備を支援します。 

 

（３）担い手の育成 

    森林資源の成熟に伴い、森林更新及びその後の保育事業については、今後増

加することが見込まれており、適切な森林施業を持続するため、林業従事者を

確保する取り組みを支援します。 

    また、林業従事者を労働災害から守るため、労働安全装備品の導入を支援し
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ます。 

 

  （４）森林の多様な利用の推進 

      森林・林業への関心を高めるため、熊本県企業・法人等との協働の森づくり

活動に積極的に取り組み、森林における活動を通して、森林に親しみ、企業や

都市との交流を図ります。 

      併せて、森林を林業経営の場としての利用に限らず、森林空間を健康、観光、

教育などの多様な分野で活用する取り組みを推進します。 

 

 

 

  ■目標値   （数値は調査中） 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

森林経営計画の策定割合 ８８．０% ９０．０% 

木材取扱量 ７，８６８m3／年 １０，０００m3 

林業従事者数   ８８人 ９０人 

 

 

  ■関連計画 

   湯前町森づくり構想（仮称） 

   ＊令和 2年度に策定 

 

  ■用語解説 

   ①森林環境譲与税 

    森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、都道府県及び町が実施する 

森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために、市町村及び都道府県

に譲与される譲与税。 

   ②熊本県企業・法人等との協働の森づくり 

    平成 20年 12月に施行された熊本県の「企業・法人等との協働の森づくりに関す

る指針」により、熊本県では企業・法人等の皆様の森づくりを支援されており、社

会貢献活動や環境問題に関心の高い企業や法人等の皆様と市町村などの森林所有

者との間に立って、コーディネート等を行われている。 
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第３節 商工業の振興 

 
１．現況と課題 

    本町の商工業は、消費者ニーズの多様化を背景に町外の大型店などへ買い物客が

流出し、事業所数、販売額は減少傾向にあります。人口減少や事業主の高齢化に伴

う若手後継者不足、若者層の都市部流出も著しく、「しごと」の場の確保も課題と

なっています。これに加え、新型コロナウイルス感染症の影響による急速な景気の

悪化や個人消費の減少により商工業は厳しい状況に立たされています。 

    そのような中、本町商工業者のほとんどは小規模事業者であり商工会のサポート

により経営を支えられているのが実態であり、町と商工会とが連携し事業者の持続

的な経営の継続に向けた取り組みを積極的に行っていく必要があります。 

 

２．基本方針 

   多様化する消費者ニーズを的確に捉え、個店の自助努力を促すとともに、地域資源

を活用した商工業の振興を目指します。また、関係機関と連携し既存事業所の経営の

安定及び強化、新規創業や後継者の育成、事業継承の支援に努めます。 

 

３．施策の体系 

（１）商店街の活性化 

（２）地元商店の利用促進 

（３）後継者育成及び事業継承の支援 

（４）小規模事業者の支援 

（５）農林商工連携の支援 

（６）観光業との連携の支援 

（７）企業誘致の促進及びしごと創生 

（８）災害に強い商工業の推進 

 

４．基本計画 

（１）商店街の活性化 

      町外への買い物客の流出抑制のために、商工会等の関係機関と連携し、より

魅力ある買い物環境の提供、にぎわいのある商店街づくりを推進します。 

 

（２）地元商店の利用促進 

      商工会が実施する商品券事業を支援することで、地元商店の利用促進を図り
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ます。 

 

（３）後継者育成及び事業継承の支援 

    次代の商工業者の担い手育成と産業技術の伝承のために、商工会や関係機関

と連携して経営力強化と経営基盤整備を図る事業を支援します。 

 

 （４）小規模事業者の支援 

     商工会との連携により小規模事業者の持続的経営のために個店の自助努力を

促しながら継続的支援を行います。 

 

（５）農林商工連携の支援 

     地元資源を活用した特産品の開発による地域経済活性化を図るために、商工業

者と農林業者の連携強化と情報提供等の支援を行います。 

 

 （６）観光業との連携の支援 

     イベントによる観光入込客の増加や観光商品の開発などによるにぎわい創出

のために、観光業との連携強化と情報提供等の支援を行います。 

 

 （７）企業誘致の促進 

     若者労働者の都市部流出抑制及び女性や高齢者の雇用促進など労働者福祉に

も配慮した広域的な企業誘致を行います。 

 

（８）災害に強い商工業の推進 

     災害時において、商工業者の事業継続を図るため、商工会等関係機関との連携

強化に努めます。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

事 業 所 数 １６８ １７０ 

創 業 者 数 １ ３ 

 

 

 

  ■用語解説 

   ①事業承継 
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第４節 観光の振興 

 

１．現況と課題 

   人吉球磨では現在、観光客に喜ばれる魅力ある地域づくりをめざし、広域的に連携

しながら周遊ルートの構築、商品の開発、情報発信などに取り組んでいます。そのよ

うな中、新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延拡大し、海外からの観光客はもと

より国内においても一時移動の制限をされるなど、これまでに経験したことのない状

況に陥っています。国内の消費活動は停滞し、その打開策として感染防止策を講じた

新しい生活様式での経済活動の推進により、ようやく再開の兆しが見えていた矢先

「令和２年 7月豪雨」に見舞われました。特に人吉市や下球磨地域の被害は壊滅的で

あり、さらにくま川鉄道も甚大な被害を受け、復旧・復興には相当な年月を要するも

のと考えられます。しかしながら、本町を含め比較的被害の少なかった町村が共に連

携しながら、観光の灯を絶やさないようにしなければなりません。 

本町では観光拠点であるゆのまえ温泉湯楽里から他事業者や観光施設へ来訪者の

循環を図っていくことが求められています。また、漫画フェスタなどのイベントはコ

ロナ禍により中止を余儀なくされましたが、これからは、国・県の指針に準じながら、

新しい生活様式に応じた開催のあり方が求められます。これらのイベントを通して町

の観光資源や魅力を効果的に発信することも必要です。湯前町観光案内人協会主催の

町あるきツアーなどの活動はおもてなしを通した交流の場となっていますが、事業の

更なる充実を図るために人材の確保と育成が不可欠となっています。 

    観光客を呼び込むための各観光施設整備については、駅周辺施設の新たな整備や湯

楽里大規模改修等は行うことができましたが、今後においても更新等を計画的に進め

ていく必要があります。 

 

２．基本方針 

広域的に連携することにより地域資源の発掘と効果的な磨き上げを図り、地域観

光のブランド力を高めていきます。また、新しい生活様式のもと地域の特色が発信

できるイベントを開催しながら、観光情報を効果的に発信していきます。町の観光

振興を図る組織を支援するとともにその人材確保と育成に努めます。 

 

３．施策の体系 

（１）観光資源の創出 

（２）観光推進体制の強化 

（３）情報発信力の強化 

（４）イベントの開催 

（５）観光施設の整備 
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４．基本計画 

（１）観光資源の創出 

       人吉球磨観光地域づくり協議会を始めとする広域的な取り組みにより、歴史

ある文化財やまんが関連施設を活用した周遊ルートの構築、商品の開発、プロ

モーション活動などを強化しブランド力を高め、新たな観光客の獲得を図りま

す。 

 

（２）観光推進体制の強化 

      町内の観光振興を推進する組織及び観光拠点の強化支援や人材の育成・確

保に努めるとともに、農業と連携した都市と農村の交流を推進します。 

     

（３）情報発信力の強化 

入込客の増加や地域経済の活性化を図ることを目的とした各種情報をより

効果的な方法で発信し、全国へＰＲします。各種報道機関等へ積極的に情報提

供することにより、低予算で効果的な発信を目指します。 

 

（４）イベントの開催 

      地域色の強いゆのまえ漫画フェスタなどの特色あるイベントへの支援を行い

ながら関連施設であるまんが美術館やまんが図書館などの認知度を高め、リピ

ーター客の増加を図ります。感染状況などを勘案しながら国や県の指針に準じ

て開催可否の判断やイベント運営に努めます。  

 

（５）観光施設の整備 

観光施設の整備や設備更新については、新しい生活様式や安全面に十分配

慮したうえで、計画性をもって観光客のニーズに沿った整備に努めます。 

 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

宿泊者数 6,228人  7,900 人 

観光入込客数 175,194人 193,000人 

    ※現状値の宿泊数は湯楽里実績、観光入込客数は県観光統計によるもの 

     いずれも令和 2年 3月末の数値 
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第３章 ずっと住み続けられる安らぎの住環境づくり 

第１節 土地利用計画 

 

１．現況と課題 

  本町は、総面積４８．３７ｋ㎡、標高２５０ｍの等高線を境として平野部と山間

部に大きく二分されています。山間部は大半を森林で占めており、平野部は急傾斜

地から発達した台地と球磨川河畔から広がる低地により構成され、それぞれ異なっ

た土地利用形態となっています。 

     利用用途別には全体の約７割を山林が占め、農用地面積は約１３．８％となって

います。近年、農用地は減少傾向にありますが、農作物の生産以外の機能である田

園的景観の形成、洪水防止機能などの多面的な観点からも、優良農地の維持・保全

に努める必要があります。 

      このような現状を踏まえ、人と地域と自然が調和したまちを創造するためには、

地域特有の特長を活かし、住宅地、農地、山林、商工業地等を明確にした、秩序あ

る土地利用を図るとともに、それらを相互に結びつける施策が必要となります。 

 

２．基本方針 

  町民の理解を得ながら、現在保有または所有している未活用財産や限られた資源で

ある貴重な土地の計画的な利活用を図り、地域の活性化に結びつけます。 

 

３．施策の体系 

（１）中心市街地ゾーン保全整備 

（２）農地ゾーン保全整備 

（３）山林ゾーン保全整備 

 

４．基本計画 

（１）中心市街地ゾーン保全整備 

      中心市街地ゾーンにおいては、駅を中心とした歩車道、街路灯の整備など、

住む人や利用者の利便性向上を図りながら、個性と魅力ある保全整備に努めま

す。 

 

（２）農地ゾーン保全整備 

        本町産業の中核である農業の経営安定・向上に資するため、農用地の有効利

用を図り、優良農地の確保に努めます。また、農業人口の減少・高齢化などに

よる耕作放棄地の増加に歯止めをかけるため、国等の補助事業を積極的に活用

し、農地ゾーン保全整備に努めます。 

 



－第６次湯前町総合計画－ 

- 22 - 

 

（３）山林ゾーン保全整備 

          本町の約７割を占める、豊かな自然環境に恵まれた森林が持つ国土保全・水 

源かん養等の公益的・多面的機能の向上に努めるとともに、緑資源の活用に努 

めます。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

耕作放棄地の面積 １０．７ha １０．０ha 
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第２節 交通体系の整備 

 

１．現況と課題 

交通網の整備は産業の発展と町民福祉の向上のための基礎的条件であるため、国道、

県道及び町道を中心とした一般道路や農道整備を進めており舗装損傷状況、路線の重

要性、交通量等を考慮し、適切な措置を行いながら、道路の長寿命化を図っています。 

   一方、移動手段を持たない人にとって生活路線バスやくま川鉄道などの公共交通機

関は生活に欠かせない存在ですが、それらの運営の維持に関しては人口減少が進むな

か、大変厳しい状況となっています。特にくま川鉄道は令和 2年 7月豪雨災害で甚大

な被害を受け、現在運行を休止しています。今後も公共交通の維持及び活性化を図る

ため、広域連携による交通体系の再編協議が必要です。 

   また、自宅から公共交通機関への接続に関しても、引き続き検討していかなければ

ならない課題となっています。 

 

２．基本方針 

   産業の発展と町民福祉の向上を目指し、一般道路や農道の整備の推進や長寿命化に 

よる維持修繕費のライフサイクルコスト縮減に努めます。 

   また、持続可能な地域公共交通体系の構築を図ります。 

 

３．施策の体系 

 （１）国道・県道の整備促進 

 （２）町道の整備・補修 

 （３）農道の整備・補修 

 （４）交通体系の充実 

 

４．基本計画 

 （１）国道・県道の整備促進 

      国道２１９号の交通安全施設（歩道）設置の早期完成を目指します。また、県

道（３路線）の改良促進を目指します。 

 

 （２）町道の整備・補修 

① 未整備路線の道路整備を行います。 

② 歩行者の安全性の確保から歩道設置の推進を行います。 

③ 道路幅員の確保に努めます。 

④ 道路舗装・橋梁の長寿命化を図ります。 
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（３）農道の整備・補修 

農業生産における農耕車輌等の安全運行と町民の交通の利便性向上を図るた

め、必要に応じて拡幅等の整備や路面補修等を進めます。 

 

（４）交通体系の充実 

   高齢化・過疎化が進むなか、「人吉・球磨地域公共交通総合連携計画」や「人

吉・球磨地域公共交通網形成計画」に沿った公共交通機関の広域的な取り組みを

行うとともに、くま川鉄道の復旧に向けて人吉・球磨公共交通活性化協議会やく

ま川鉄道再生協議会と連携しながら推進していきます。 

   高齢者をはじめとする買い物、通院などの移動手段の確保が困難な方々のニー

ズを把握し、それに見合う対策の検討を引き続き行います。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

町道改良率 ６７．３％ ６９．０％ 

公共交通にサービスの状況

に対する住民満足度 

（満足+どちらかと 

いえば満足） 

24％ 40％ 

 

■関連計画 

   湯前町道路舗装の個別施設計画、湯前町橋梁個別施設計画、 

湯前町橋梁長寿命化修繕計画人吉・球磨地域公共交通総合連携計画 

人吉・球磨地域公共交通網形成計画 

 

  ■用語解説 

   ①ライフサイクルコスト 

     製品や構造物が作られてから、その役割を終えるまでにかかる費用をトータル    

     でとらえたもの。ＬＣＣと略されることもある。 
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第３節 上水道 

   

１．現況と課題 

   本町の上水道は昭和６３年から３ヵ年で北部地区簡易水道と南部地区簡易水道の

統合と北部地区簡易水道の増補改良工事を行い、現在、計画給水人口５，７００人・

１日最大給水量２，２８０㎥で、水道普及率は令和２年３月３１日現在で９６．７％

となっています。また、近年の大規模な地震や台風等の自然災害に備えることなど、

危機管理に対する責務も増大しています。 

   今後は、人口の減少や水需要の低迷による収益の減少や水道施設の老朽化に伴う維

持費が増加するなかで、より効率的な事業経営が求められています。 

 

２．基本方針 

   新しい水源開発を含めた水資源の保全を図り、老朽化施設の更新や維持管理の強化

に努め、安全な水道水を安定的に供給できるよう努めます。 

 

３．施策の体系 

  （１）水資源の保全 

  （２）老朽化施設の更新 

  （３）維持管理の強化 

  （４）持続可能な水源の確保 

    （５）耐震化の推進 

 

４．基本計画 

  （１）水資源の保全 

       水源から給水まで総合的なアプローチによる水源水質の向上を目指します。

トンネル湧水は豪雨時に水が濁ったり、水面が汚染されたりする可能性がある

ので、きめ細かな注意を払い、水質監視を行い、水質の安全性確保に努めます。

水質検査は、これまで同様に国指定の外部検査機関に委託して水質検査を行い

ます。 

      取水施設については、地震や台風等の自然災害が起きた場合でも、安定的に

水を確保できるような施設整備・維持管理を行います。 

    

  （２）老朽化施設の更新 

      施設の機能を継続的に確保するため、適切な保守・点検・修理を行い、耐用

年数を超過した水道施設・電気計装設備に関しては更新を行うなど、施設水準

の維持・向上を図ります。 
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（３）維持管理の強化 

      漏水の多い現状を踏まえ、有収率の向上図るため給水管等の漏水防止に努め、

効率的な水の供給に努めます。定期的に漏水調査業務を行い、漏水箇所を特定

し、速やかに管路の修繕を行います。漏水を減らし、有収率の向上を図ること

で事業経営の健全化にもつなげていきます。 

 

（４）持続可能な水源の確保 

    土砂災害時でも、安定した水の供給が行えるよう現水源の整備を進めるとと 

もに、渇水等に備え新たな水源の確保を検討するなどして、持続可能な水の 

供給に努めます。 

 

（５）耐震化の推進 

    湯前町水道事業基本計画を基に、比較的漏水が多く、非耐震管の塩ビ管（接

着継手）から耐震性能を有するポリエチレン管へ計画的に整備を進めます。 

 

■目標値 

 

 

■関連計画 

 湯前町水道事業基本計画 

 

 

  ■用語解説 

   ①有収率 

 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

有収率 ６９．５％ ８５．０％ 

耐震化率 ２８．１％ ４５．０％ 
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第４節 公共下水道と浄化槽 

 

１．現況と課題 

下水道施設は、平成９年度に下水道法による認可を受けて事業を実施し、平成１３

年度から整備完了区域においては随時供用を開始しました。平成２７年度末に計画処

理面積１７５ha の面的整備が完了し、接続率は８２．９％となっています。 

浄化槽は、下水道事業計画区域外の地域については、浄化槽設置整備事業に取組み、

整備を推進しています。 

下水道施設は、健康で快適な生活基盤となる必須の施設であり、トイレの水洗化及

び生活雑排水の処理による生活環境の改善はもとより河川等公共用水域の水質保全

の機能を有していることから、接続率の向上に努めなければなりません。 

今後、健全な経営を堅持するためには、公営企業会計を適用し損益情報の的確な把

握により、長期的な視点に立った適切な経営計画が求められます。 

 

２．基本方針 

河川等公共用水域の水質保全対策を図り、快適な生活が送れるよう下水道の整備及

び浄化槽の設置を進めます。さらに、町民の理解を得ながら下水道接続加入及び浄化

槽設置を促進し、水質保全に努めます。 

 

３．施策の体系 

（１）下水道への加入促進 

（２）経営安定の強化 

（３）生活雑排水処理の推進 

 

４．基本計画 

（１）下水道への加入促進 

下水道の啓発活動を行い、下水道への更なる加入促進に努めます。 

 

（２）経営安定の強化 

経営の安定化を図るため、受益者に対する啓発や使用料の収納率向上に努め

ます。また、公営企業法適用による経営の効率化に努め、併せて使用料の算定

方法を見直し、人頭制から従量制へスムーズに移行するよう努めます。 

 

（３）生活雑排水処理の推進 

下水道事業計画区域外世帯について、今後も浄化槽による個別処理を推進し、

生活雑排水処理とトイレの水洗化を図り、河川等の水質汚濁防止に努めます。 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

公共下水道加入戸数  １，０８９戸 １，１００戸 

浄化槽設置基数 ※１ １６５基 １６０基 ※２ 

水  洗  化  率  ８０．４％ ８５．０％ 

※ １ 単独浄化槽を除く 

※ ２ 浄化槽設置基数は、下水道への切り替えがあるため、総数が減少する。 

 

■関連計画 

   湯前町球磨川上流流域関連特定環境保全公共下水道事業計画、 

湯前町循環型社会形成推進地域計画 

 

 

  ■用語解説 

① 公営企業会計 

② 人頭制と従量制 
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第５節 住宅対策 

 

１．現況と課題 

町営住宅（※公営住宅を含む）は、現在７８棟１６６戸を管理しており、そのう

ち９１戸（５４．８％）の住宅が耐用年数を超過し、維持管理費用も増加傾向にあ

ります。本町には民間の賃貸住宅が少なく、町営住宅入居者募集に対し、若年層か

ら高齢者層までの幅広い年齢層から入居応募があります。しかし、入居期間が長い

入居者の高齢化やこれに伴う一人暮らし世帯も増加しています。 

また、個人住宅の新築についても、希望はあるものの土地の取得などが障害とな

っている場合が見受けられます。 

一方で空き家も増え続けており、空き家を含む総合的な住宅施策に取り組む必要 

があります。 

 

２．基本方針 

   移住・定住の受け皿として新規町営住宅の建設、既存住宅の改修や、建替え、分譲

地の整備を計画的に行います。併せて個人住宅の新築への支援を行うことで、より効

果的な住宅対策を推進します。 

空き家に対しては、リフォーム等を支援することで、空き家になることへの予防や

適正な維持・管理の啓発、利活用を推進します。 

 

３．施策の体系 

（１）新規町営住宅の整備 

  （２）既存住宅の改修及び建替え 

   （３）空き家対策 

  （４）分譲地の整備及び個人住宅の新築への支援 

 

４．基本計画 

  （１）新規町営住宅の整備 

      将来の人口・世帯動向、住宅の需要を把握し、子育て世帯や高齢者等にも配

慮した町営住宅の計画的な整備を図ります。            

 

   （２）既存住宅の改修及び建替え 

      既存住宅を計画的に改修することにより、個々の住宅の長寿命化を図り、耐

用年数を超過した住宅については計画的な建て替えを推進します。 

 

（３）空き家対策 

     空き家バンクの利用を促進し、リフォームを支援することで、空き家になるこ

とへの予防を行いながら、適正な維持・管理の啓発や利活用を推進します。 
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  （４）分譲地の整備及び個人住宅の新築への支援 

     分譲地を計画的に整備し、併せて個人住宅の新築への支援を行うことで、よ

り効果的な住宅対策を推進します。 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

町営住宅管理戸数 １６６戸 １７０戸 

空き家バンク登録数（累計） ２８戸 ４０戸 

 

  ■関連計画 

   湯前町住生活基本計画、湯前町公営住宅等長寿命化計画 

 

  ■用語解説 

   ①町営住宅 

 

   ②公営住宅 
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第６節 環境衛生 

 

１． 現況と課題 

本町のごみ処理施設については、１市９町村で構成する人吉球磨広域行政組合にお

いて運営を行っています。ごみ分別の啓発により、町民の分別意識は向上しています

が、まだ多くの資源化できるものがごみとして処理されています。今後、高齢化が進

むことで、身体的な理由や支援者がいない理由でごみを出すことが困難な人が増えて

いくことが予想され、日常的なごみ出しの支援についても検討が必要です。 

 不法投棄については、啓発活動は随時行っているものの減少していません。地域、

警察等と連携しながら監視体制やパトロールの強化に取り組みモラルの向上や啓発

活動を行う必要があります。 

 

２．基本方針 

町民・事業所・行政が互いに協力しあい、環境にやさしいまちづくりを推進します。 

 

３．施策の体系 

（１）環境にやさしいごみ処理体制の実現 

（２）ペットの適正飼育の推進 

（３）水質保全対策の推進 

（４）生活環境苦情への対応 

（５）地球温暖化防止対策の取り組みの推進 

 

４．基本計画 

  （１）環境にやさしいごみ処理体制の実現 

町の一般廃棄物処理実施計画に基づき、適正なごみ処理を推進し、生ごみ処

理容器等設置事業により、生ごみの減量化を図ります。 

また、広報等によりごみに関する意識啓発を行い、ごみ分別のルールを徹底

します。 

不法投棄については、町による定期的な巡視や、保健所、警察との合同巡視

等で早期発見及び防止を図り、立て看板等による啓発を行います。 

 

  （２）ペットの適正飼育の推進 

      ペットの適正飼育への意識や動物愛護精神の向上に向けて、広報等で意識の

啓発を行います。畜犬について、登録及び狂犬病予防注射接種を徹底し、接種

率１００％を目指します。 

      また、飼育マナーを守り町民とペットが安心して共生できる町づくりを推進

していきます。 
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（３）水質保全対策の推進 

毎年、町内の主な河川（都川、牧良川、仁原川、中溝、幸野溝）の水質検査

を実施するとともに、ボランティアによる、河川の清掃を行いプラスティック

等のごみを回収し、今後も河川汚濁防止に努めます。 

 

  （４）生活環境苦情への対応 

町民の苦情も多様化しており、内容を調査し解決に向けて迅速に対応します。 

 

（５）地球温暖化防止対策の取り組みの推進 

再生可能エネルギーの推進及び導入により、二酸化炭素の排出量を削減し 

環境にやさしい循環型社会の形成を目指します。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

１人１日当たりのごみの排出量 ７００ｇ ６７５ｇ 

 

 

  ■用語解説 

   ①再生可能エネルギー 
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第４章 ささえ愛で心温まる福祉づくり 

第1節 地域福祉活動の充実 

 

１．現状と課題 

少子高齢化に伴い、核家族化や独居高齢者、高齢者のみの世帯が増加し、家族で支

えあう力が弱まっており、福祉サービスや介護サービスだけでは在宅生活が困難な状

況が増加する傾向にあります。また、かつての地域における人と人とのつながり、相

互扶助機能が希薄になり地域で支えあう力も弱まる傾向にあるため、様々な地域課題

が増えてくることも予想されます。 

地域福祉の担い手として、民生委員・児童委員をはじめ、社会福祉協議会や老人ク

ラブ、区長などが見守りやさまざまな福祉活動を行っていますが、今後は、複合的な

課題が増え、町民ニーズも多様化することが予想されます。また、これまでの福祉サ

ービスだけでは解決できない課題や複数の関係機関等の連携が必要な状況が増えてく

ることも予想されます。 

日常的に必要な買い物や病院などへの交通手段がない世帯への支援も求められてお

り、平成１１年度からタクシー代の助成支援として福祉タクシー券の交付を行ってい

ますが、実情に応じて見直し検討を行いながら事業の継続と拡充を図ってきました。

今後も対象世帯の増加が見込まれることから、地域の実情に応じた事業の見直し検討

を継続していく必要があります。日常生活に密着した交通にかかわる施策でもあるた

め、地域の公共交通機関等の連携や民間運営の移動販売等との連携など、新規展開も

視野に入れた検討を行っていくことも必要です。 

 

２．基本方針 

地域のニーズを反映した地域福祉計画を策定し、それに基づいた取り組みを推進しま

す。 

関係機関や団体等と連携し、地域ぐるみでささえ合う体制を充実します。 

 

３．施策の体系 

（１）計画的な地域福祉の推進 

  （２）地域でささえ合う体制の充実 

 

４．基本計画 

 

（１）計画的な地域福祉の推進 

本町の現状やそれぞれの保健福祉分野における共通課題を整理し、各種個別計

画の推進を総合的・包括的な視点から支え、かつ各個別計画に基づく取り組みの

連携を図るための「湯前町地域福祉計画・地域福祉活動」を策定し、地域福祉の
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推進を図ります。 

 

（２）地域でささえ合う体制の充実 

地域福祉を担う要である民生委員・児童委員への活動支援をはじめ、社会福

祉協議会や老人クラブ、区長など関係機関等への支援に取り組みます。また、

関係機関・団体等との連携と情報共有を図り、地域で支えあう体制の充実・強

化に取り組みます。 

 

 

■目標値 

※本計画は総合計画を最上位計画とし、保健福祉分野の上位計画に位置付き、

各個別計画（第 4 章 第 2 節～第 6 節）の推進を総合的・包括的な視点で支え、

各種取り組みの連携を深めるための潤滑油的な役割を果たす。 

よって、目標値は各個別計画に関連する第 4章 2節～第 6節に掲載。 

 

 

■関連計画 

  湯前町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

  湯前町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

湯前町子ども・子育て支援事業計画（母子保健計画を包含） 

    湯前町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画 

健康増進計画 
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第２節 高齢者福祉の充実 

 

１．現況と課題 

   本町では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護予防を重視した施策

を展開するとともに、高齢者の生きがいづくりと社会参画の促進、健康づくりの推進

などに取り組む中、様々な課題も浮き上がっています。 

   まず、高齢者支援を行うためには、地域課題について町民と共有しながら、利用者

にとって有益な生活支援サービスの掘り起こしが必要です。 

   また、本町の要介護認定率は全国平均と比較して同程度ですが、重度の認定率は全

国平均を若干上回っているため、早い段階で介護予防や、自立支援の取り組みを推進

する必要があります。 

 

２．基本方針 

   高齢者の日常生活における実態やニーズを把握し、住み慣れた地域で安心して暮ら

していけるよう、健康づくりの推進や高齢者福祉サービスの充実に努めます。また、

高齢者の社会参画や生きがいづくりを推進し、お互いに支えあえる地域社会「地域包

括ケアシステム」の実現に努めます。 

    介護保険事業の運営については、介護予防事業の充実や介護給付費の適正化に取り

組み、安定的な運営の確保に努めます。 

 

３．施策の体系 

（１）高齢者福祉計画の計画的な推進 

（２）高齢者の生きがいと生活支援サービスの提供 

（３）介護の予防と支援 

 

４．基本計画 

（１）高齢者福祉の計画的な推進 

    「湯前町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、高齢者の生活実

態や、ニーズを把握しながら、新たな生活支援サービスの構築を進めていきま

す。 

 

（２）高齢者の生きがいと生活支援サービスの提供 

    高齢者の生きがいと健康づくり等に関する町民ニーズを的確に把握し、老人

クラブ活動支援、高齢者の学習・健康づくり・交流の場の提供に努めます。 

また、高齢者の介護予防・健康づくりに向け、関連部局の連携強化のもと、

健診・指導、健康教育・相談を行います。 
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（３）介護の予防と支援 

    介護認定された方々が重症化しないよう、各種介護教室を実施するなど、予

防対策に取り組むとともに、重症化した場合でも住み慣れた地域で穏やかな日

常生活を過ごすための居宅サービスを基本とすることを継続して重視します。 

 

 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

要介護認定率 １８．３％ １７．５％  

 

■関連計画 

  湯前町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

  湯前町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
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第３節 児童福祉 

 

１． 現況と課題 

少子高齢化が加速化し深刻な社会問題となっているなかで、本町の合計特殊出生率 

の推移は、平成２５年時点で２．５２と国県よりも高い水準を維持していましたが、 

年々減少傾向となり平成２９年には１．５５と熊本県の１．６７を下回る状況となっ 

ています。本町では若年層の人口流出と、出産期に当たる婚姻世帯の減少が、出生率 

低下の大きな要因となっています。 

国の少子化対策として、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総

合的に推進していくことを目的に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、本町で

も地域ニーズを反映した「湯前町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、社会全体

で子ども・子育てを支援する取り組みを進めています。 

本計画に基づき、新婚世帯や子育て世帯が希望をもって地域で生活し、安心して子

どもを産み育てられるような町づくりを目指し、各施策を進めていく必要があります。 

本町では「保育園」が１、幼保一体の「認定こども園」が１、民間運営されてい

ますが、今後も多様化する保育ニーズに合ったサービスの提供が求められています。 

特に、共働き家庭等の増加で利用ニーズの高い学童保育については、子どもたちの

放課後・長期休業中の安心安全な居場所として大きな役割を担う拠点となっているこ

とからも、今後も実情に応じた運営基準の見直しと適正化を図りながら、支援の提供

に取り組んでいく必要があります。 

また、近年では児童福祉施設においても、より一層の防災対策や感染症対策の徹

底が必要不可欠であり、町もその支援に取り組む必要があります。 

子育て世帯が定住し安心して暮らすことができるためにも、出産育児にかかる経済

的負担の緩和に加え、子育て世帯の孤立化防止や児童虐待に対する相談窓口の連携体

制を強化し、地域全体で子ども達を見守る環境づくりを推進することが必要です。 

 

２．基本方針 

安心して子どもを生み育てることができる町づくりを目指し、将来を担う子どもた

ちを地域全体で見守り、児童の心身を健全に育成していくために、各支援施策に取り

組みます。 

特に『湯前町子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）に基づき、

「みんなでいのちをはぐくむ 笑顔でいきいき子育てのまち ゆのまえを基本理念

とし、その実現に努めます。 

 

３．施策の体系 

（１）多様なニーズに応じた乳幼児期の教育・保育の環境整備 

（２）子どもの健やかな育ちのための支援 

（３）地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり 
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（４）すべての子どもと子育て家庭が安心して暮らせるまちづくり 

 

４．基本計画 

（１）多様なニーズに応じた乳幼児期の教育・保育の環境整備 

子ども・子育て支援法に基づき、子育て家庭のニーズに応じた幼児期の教育・

保育を一体的に提供できる環境整備を進めます。また、ライフステージにおい

てきめ細やかな切れ目のない支援を展開します。また、子育ての孤立化を防ぐ

ため、相談しやすい体制づくりや、地域交流の場の充実に取り組みます。併せ

て各種保育サービスに加え、仕事と子育ての支援策の充実を図るため、地域や

事業所等へも子育ての理解促進に努めます。 

   

（２）子どもの健やかな育ちのための支援 

妊娠期から出産までの母子の一貫した健康管理や育児支援を進めるとともに、

各種母子保健事業や小児医療体制の充実を図ります。 

 

（３）地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり 

人間性豊かな生きる力を持った子どもの育成を支援するため、親子や地域住

民が気軽に交流できる居場所づくりを推進し、子育てに関する意識を高めると

ともに、地域の子育て力を高めます。また、学校と地域との連携により、個性

や自主性を育む教育力の向上を図ります。 

  

（４）すべての子どもと子育て家庭が安心して暮らせるまちづくり 

    ひとり親家庭、障がいのある子ども、外国につながる子どもや家庭など、特

に援助が必要な子育て家庭への支援を充実するとともに、安心して暮らせるよ

う生活環境整備を進めます。また、関係機関や地域と連携し、児童虐待や貧困

などの深刻な問題の早期発見や解決策の検討に取り組みます。 

 

■目標値   

将来の姿を表す指標 現 状 令和５年度目標値 

子育て世帯数 ２５０世帯 ２５０世帯 

※過去５年間の出生数は減少。各施策を講じることで、現状 250 世帯の維持を図る。 

※前期計画指標「地域子育て支援拠点の場」目標１箇所は令和２年度１箇所新設達成。 

※前期計画指標「放課後学童クラブ数」目標２箇所継続し、１支援増の拡充を図り目標 

超え達成。 

 

■関連計画 

  湯前町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

  湯前町子ども・子育て支援事業計画（母子保健計画を包含） 
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第４節 ひとり親家庭等 

 

１．現況と課題 

最近の社会、経済情勢の中でひとり親家庭等を取り巻く問題は複雑で多様化してい

ます。２０１６年の推計では、母子家庭が１２３．２万世帯、父子家庭が１８．７万

世帯ともいわれ、本町においては、ひとり親家庭の数は横ばいですが、全国的には増

加傾向にあります。理由としては離婚が７０％を超えており、現代の多様な家族の在

り方が影響している可能性があります。 

ひとり親家庭では精神的・経済的負担が大きく、支援策としてさまざまな制度や関

係支援団体がありますが、今後は、関係支援団体と連携を図り、各種制度を普及させ

ていくことが課題です。 

ひとり親家庭のみならず、昨今では新型コロナウイルス感染症や自然災害等の影響

を受けるなど、様々な背景による生活困窮世帯や個人の増加も危惧されます。支援が

必要な世帯や個人によって、支援内容が異なることからも、個々の相談や要望内容を

的確に把握し、きめ細かい支援につなげていく必要があります。そのためにも、関係

支援団体との連携を強化すると共に、相談窓口体制の充実を図って行くことが不可欠

となっています。 

 

２．基本方針 

ひとり親家庭等が抱える問題を気軽に相談できる体制の充実を図り、それぞれの事

情にあった寄り添った支援、また地域全体で温かく支える環境づくりの確立を目指し

ます。 

 

３．施策の体系 

（１）相談や指導の充実 

（２）自立の促進 

（３）支援体制の周知 

 

４．基本計画 

 （１）相談や指導の充実 

関係支援団体などと連携し、相談、指導などの充実を図るとともに、メンタ

ルケアの充実も図ります。 

 

（２）自立の促進 

        自立に向けたスキルアップのための給付金や講座等の周知徹底を図ります。 

 

  （３）支援体制の周知 

     行政及び関係支援団体の相談窓口や、生活を支えていくための各種支援につい
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て周知徹底を図ります。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

自立（または改善）へ繋げた世帯（または

個人）数 
０件 ３件 

※これまで現状の数値化がなかったため、現状数値は０件。 

※年間 1 件を目標 

 

■関連計画 

  湯前町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

 



－第６次湯前町総合計画－ 

- 41 - 

 

第５節 障がい福祉 

 

１．現況と課題 

    障がいの種類、障がいの程度及び部位、発生時期、年齢、生活環境等によって、

障がい者の抱えている問題は千差万別です。障がい者すべての人が共に社会の構成

員として暮らしていける考え方に基づいて、その実現に向けた社会づくりのために、

福祉サービスの向上、相談支援事業をはじめとする相談体制の充実、障がい者本人

及び障がい者を取り巻く環境への働きかけを行い、支援体制を確立する必要があり

ます。 

    現在町内では、障がい者が利用できる事業所は、湯前町社会福祉協議会と地域活

動支援センターの２箇所であり、地域で生活しようとする場合、他市町村にある障

がい者施設等を利用しなければならないこともあります。 

    また、５年前には奥球磨３カ町村では、障がい児通所サービスや就労支援等を行

う事業所が、他の地域と比べ少ない現状でしたが、現在、本町では２カ所の障がい

児事業所ができ、近隣町村には就労支援事業所等ができるなど活用しやすい環境と

なってきています。今後は利用者に合ったサービス内容の提供ができているか等、

事業所・相談支援事業所・行政・学校等と情報共有しながら、質の高いサービスを

行う必要があります。 

 

２．基本方針 

    障がい者の共生社会の実現に向けた取り組みを、総合的に推進していくとともに、

障がい者をサポートできる地域づくりを、行政と地域が協力して行います。 

 

３．施策の体系 

  （１）自立のための福祉サービスの充実 

  （２）相談体制の充実 

  （３）地域サポート体制の確立 

 

４．基本計画 

  （１）自立のための福祉サービスの充実 

       障がい者が地域で生活していくために必要な障害福祉サービスを、訪問介護

事業所や日中活動系事業所、ＮＰＯ法人等と連携し充実させ、障がい者が十分

なサービスを受けられる地域づくりを図ります。 

 

   （２）相談体制の充実 

       障がい者やその家族が持つ様々な悩み、問題に対応できるよう、相談支援事

業所（身体）や地域生活支援センター（精神）、相談支援センター（知的）、Ｎ

ＰＯ法人等を活用し、町が中心となり気軽に相談できる体制をつくります。 
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   （３）地域サポート体制の確立 

        障がい者が地域で生活していくうえで、社会の一員として社会参加ができ

るよう、民生委員・児童委員や区長等と連携・協力し、障がい者やその家族

をサポートしていく体制を確立します。 

 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現状（令和元年度） 令和５年度目標値 

相談支援事業利用者数（実人員【障

がい者】） 
４４名 ５０名 

障がい福祉サービス利用者数（実人員） 

※１ 
４４名 ５０名 

相談支援事業利用者数（実人員【障

がい児】） 
１０名 ３０名 

障がい児福祉サービス利用者数（実人

員）※２ 
２４名 ３０名 

※１ サービスの種類も豊富になり、利用しやすくなってきているため、今後も利用者増 

加の見込みがある。 

※２ 療育センターや病院受診より、障がい児福祉サービス利用を優先する動きがあるた 

め、増加の見込みがある。 

 

■関連計画 

湯前町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

   湯前町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画 
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第６節 町民保健 

 

１．現況と課題 

本町は高血圧や心臓病の有病率が高く、心臓病・脳疾患・腎不全・糖尿病による

死亡割合が増加しています。生活習慣病のもととなるメタボリックシンドロームの

予防・改善のため、個々の生活習慣改善にむけての支援はもとより地域全体で取り

組む問題として提起していかなければなりません。また、健康寿命延伸は大きな目

標であり、全てのライフステージにおける健康づくりを進めていきます。 

感染症は、令和２年度から髄膜炎、脳症・難聴、生殖器系の影響等の深刻な病気

などを引き起こすおたふくかぜワクチン接種費用の助成を開始しました。各種予防

ワクチン接種を含めた予防対策並びに町民への普及啓発が必要となっています。 

母子保健は、妊娠期から乳幼児期にかけて健やかな成長のために親子の健康の保

持増進と異常の早期発見に加え、虐待防止のための育児支援が重要です。ライフス

タイルが多様化する中では、よりきめ細やかで丁寧な保健指導が必要とされていま

す。 

精神保健は依存症や精神疾患、自殺対策など多岐にわたり重症化する前の予防的

な対応が重要ですが、医療機関の遠さなど地理的な問題に加え、根強く残る偏見な

どによって早期対応が困難な場合も少なくありません。普及や啓発、情報発信は今

後より一層重要となります。 

歯科保健は、生涯自分の歯でおいしく食べることができ、自分の口腔管理ができ

ることを目的に乳児期から歯科検診を実施し、希望者にはフッ化物による予防処置

を行っています。歯と口の健康の基盤をつくる大切な時期であるため、取り組んで

いく必要があります。 

食育は、かつてはふれあいの場である家庭の食卓を中心に食育がなされてきまし

たが、ライフスタイルや価値観の多様化が進み個々の生活時間帯が異なる中で一家

団欒の食事機会が減少し、孤食や個食、正しい食事マナーの喪失など様々な問題が

生じています。今一度生活リズムを見直し、規則正しい生活習慣と合わせて朝食の

大切さに対する知識や正しい食習慣を身につけていくことが重要です。 

      町民健診は、各種健診（検診）を複合的に保健センターにおいて行う集団健診と、

健診センターにおいて行う総合健診を実施しています。３０歳代の受診率が低いこ

とと、健診の結果生活習慣の見直しが必要な方は増えている一方、保健指導や教室

に参加する人が少ないことが課題です。 

      休日･祭日には球磨郡医師会の協力の下、在宅当番医が輪番制で診療を実施されて

います。また夜間は地域の中核医療拠点施設である公立多良木病院があり安心して

医療が受けられる体制が整っています。救急活動は上球磨消防署に念願の東分署が

でき現場到着までの時間短縮が図られ充実しました。今後町民レベルの救命救急処

置の普及啓発が課題です。 
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２．基本方針 

     生涯豊かな人生を送れるよう自分の身体のことを知り健康管理ができるための支

援を進めていきます。また、地域に密着したきめ細やかな対応ができるような施策を

展開していきます。 

 

３．施策の体系 

（１）生活習慣病予防の推進 

（２）感染症予防の推進 

（３）母子保健・歯科保健事業の推進 

（４）食育の推進 

（５）各種健診の推進 

（６）医療体制の整備･救急医療の推進 

 

４．基本計画 

（１）生活習慣病予防の推進 

青年期から壮年期の人へ生活習慣病予防の啓発、健診受診勧奨の体制を強化します。

健康教室や講演会等を開催して生活習慣病予防のための健康増進にも取り組んでい

きます。また、各種団体と一緒に飲酒･食事・運動不足等の健康問題に関して地域を

挙げた取り組みを推進します。健康寿命延伸に向けて若い世代からの取り組み、高齢

者の心身の多様な課題への支援のため保健事業を推進してきます。 

 

（２）感染症予防の推進 

     町民に対する予防知識の普及啓発と患者発生時は保健所と協力して即時対応を行い、 

二次感染などの拡大防止に努めます。また、国が勧める予防対策に対応し、予防接種 

の普及に努めます。 

 

（３）母子保健・歯科保健・精神保健の推進 

母子保健では、子育て世代包括支援センターの設置とともに育児相談や家庭訪問、

健診などの事業を継続します。その際に行う保健指導だけでなく、母子手帳アプリの

導入などによって自己管理しやすい環境整備を進めます。また、妊婦健診に加え、妊

婦歯科検診や新生児聴覚検査などの公費助成により適切な時期に確実な受診ができ

るような取り組みを継続します。 

歯科保健事業については、歯科保健計画に則り、現状の母子･歯科保健体制を継続 

させていきます。また、きめ細やかな個々の対応ができるように担当者の資質の向上 

に努めます。 

精神保健ではこころの相談をはじめとする相談体制の整備や医療機関との連携を 

行い、早期対応を進めます。また、旬報や広報を活用した普及啓発および自殺対策推 

進計画の推進にも努めます。 
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（４）食育の推進 

         「食べること」は、健康で幸福な生活を送るために大切なものです。地産地消

で新鮮な旬の食材を食卓に並べ、笑顔で暮らせるように食育を推進します。 

 

（５）各種健診の推進 

保健センターを会場とする集団健診及び各健診機関で実施する総合健診を継

続します。集団健診受診者について精密検査が必要な方には説明会の実施や個別

訪問による説明を行うとともに、受診を勧奨し早期発見・早期治療に結びつける

ことができるよう努めます。 

 

（６）医療体制の整備･救急医療の推進 

      救急車の現場到着までの時間は短縮されましたが救急医療の適正利用の方法

や町民の救命救急に関する講演会の開催、ＡＥＤ設置等を含めた啓発活動を推

進します。 

 

■目標値 

 現状値（平成 29 年度） 令和５年度目標値 

健康寿命 男性 67.5 歳 男性 70.4 歳 

女性 74.0 歳 女性 75.0 歳 

 

 

■関連計画 

 湯前町地域福祉計画・地域福祉活動計画 

健康増進計画、食育基本計画、歯科保健計画、自殺対策推進計画 
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第７節 保険医療 

 

１．現況と課題 

 

（国民健康保険） 

国民健康保険は、被用者保険に加入する人等を除く全ての人を被保険者とする公的医療

保険制度であり、国民皆保険の最後の砦とも言えるものです。 

 しかし、国保は高齢者や低所得者の加入割合が高く、医療費水準も高いことから財政基

盤が脆弱であり、本町のような小規模な町では財政運営が不安定になるリスクがあるなど

構造的な課題を抱えています。 

 このような中、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険を堅持する

ため、国保に対する公費による財政支援の拡充が行われるとともに、平成 30年度からは、

県と市町村が共同して国保の運営を行っています。県は、国保の財政運営の責任主体とし

て、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担い制度の安

定化を図る一方、市町村は引き続き、資格管理、保険給付、保険税の賦課徴収、保健事業

等の地域におけるきめ細かな事業を担っています。新制度において、県と県内市町村が一

体となって、国保の事業運営を共通認識の下で実施するとともに、市町村の事務の広域化

や効率化を推進しなければなりません。 

 

（後期高齢者医療） 

高齢者は複数の慢性疾患に加え、要介護状態の前段階であっても身体的、精神・心理的

な脆弱性、社会的な脆弱性といった、いわゆるフレイル状態になりやすい傾向にあります。

また後期高齢者は介護保険被保険者と世代が重なり、介護保険認定者の有病状況は後期高

齢者医療の一面を反映しています。介護保険認定者のうち７５歳以上について令和元年度

累計有病状況を国保データベースで抽出すると要支援１・２では心不全が７割であり、要

介護度が進むと脳血管疾患や認知症の割合が増加する傾向がみられます。湯前町の後期高

齢者健診受診率は県内上位であり、一般介護予防の通いの場（いきいき運動クラブ）が

21 か所の公民分館で運営され、習慣的な健康づくりの機会となっています。その結果、

一人当り診療費は県内で最も低くなっています。 

 

２．基本方針 

人生 100 年時代を見据え、これまで実施してきた生活習慣病予防・フレイル対策と

しての保健事業（医療保険）と介護予防（介護保険）の一体的な実施をおよびデータ

ヘルス計画における特定健康診査の推進、高齢者健診を主とした健康づくりを推進す

ることで健康寿命の延伸並びに医療費の適正化を図り、保険税（料）収納率の向上な

ど財政の健全化につなげていきます。                               
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３．施策の体系 

（１）医療保険の健全運営 

①財政の健全化 

②医療保険制度の啓発 

 

（２）保健事業の推進 

①特定健康診査・特定保健指導および高齢者健診受診率向上の推進 

②健康づくり事業の推進 

 

４．基本計画 

（１）医療保険の健全な運営 

①財政の健全化 

  医療費の適正支出を図るとともに、要した医療費を町民に通知し、費用につ

いての理解を図り医療費の軽減に努めていきます。また、運営に不可欠な保険

税（料）の収納率向上に努めます。 

 

③ 医療保険制度の啓発 

医療保険制度について町民の理解を深めるために広報誌やホームページ等

を活用するとともに、あらゆる機会を利用して周知を図ります。 

 

（２） 保健（健康づくり）事業の推進 

① 特定健康診査・特定保健指導および高齢者健診受診率向上の推進 

   第２期保険事業実施計画（データヘルス計画）をもとに、令和５年度の特

定健康診査受診率６０％、特定保健指導実施率６０％を達成できるよう努め

ます。特定健康診査が受診可能となる４０歳になる方への健康増進の啓発、

受診勧奨を強化していきます。高齢者健診について、令和５年度の医科健診

５０％、歯科健診１０％を達成できるよう努めます。 

 

② 健康づくり事業の推進 

財政を圧迫する医療費の増加を抑制するためには、町民自らが規則正しい

生活習慣や食生活を実践し健康寿命の延伸を図るべく、健康管理や健康づく

りを自主的、主体的に取り組むことが必要であり、①の目標値達成のために

も、関係機関と連携を強化し、町民の生活習慣に合わせた健康づくりの推進

に努めます。 

 

 

 

 

 



－第６次湯前町総合計画－ 

- 48 - 

 

■目標値 

 

 令和元年度 令和５年度 

特定健診受診率 56.0％ 60.0％ 

特定保健指導実施率 30.2％ 60.0％ 

 

 令和元年度 令和５年度 

特定健診 
対象者数 850人 830人 

受診者数 476人 498人 

特定保健指導 
対象者数 58人 50人 

受診者数 18人 30人 

 

 

 

 令和元年度 令和５年度 

後期医科健診受診率 34.3％ 50.0％ 

後期歯科健診受診率 5.3％ 10.0％ 

 

 令和元年度 令和５年度 

医科健診 
対象者数 899人 900人 

受診者数 308人 450人 

歯科健診 
対象者数 890人 900人 

受診者数 47人 90人 
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第５章 地域をつなぐ人づくり 

第１節 学校教育の振興 

 

１．現況と課題 

少子化、グローバル化や情報化の進展など、子どもたちを取り巻く環境は激しく変

化しています。そのような社会を生き抜くには、基礎的・基本的な知識・技能を確実

に習得させ、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力

等を育むことが重要だと言われています。 

また、いじめの社会問題化や不登校の増加、インターネットを介した人権問題など

多くの課題もあります。その解決に向け、「自らを律しつつ、他人とともに協調し、

他人を思いやる」豊かな人間性の育成が求められています。 

さらに、社会環境や生活環境の急激な変化は、子どもの心身の成長に多くの課題を

もたらしています。このことの解決に向け、健康づくりや体力づくり面の充実に向け

た環境の整備も急務となっています。 

施設が抱える課題としては、湯前小学校は外部改修工事を進め、早急な雨漏り対応

等が必要となっているほか、老朽化が進んでいる各施設の改修も当面する課題となっ

ています。 

その他、環境教育やキャリア教育をはじめ、新たな教育課題が生じています。それ

ぞれの課題についての対応も迫られています。 

２．基本方針 

学校の施設・設備面では、校舎の長寿命化を図り、屋外運動場やＩＣＴ機器をはじ

めとした教育環境の充実・整備に努めます。 

また、湯前小・中学校は、小中一貫校として９年間を見通した教育活動を展開し、

児童・生徒に「生きる力」を育みます。 

さらに、小・中学校合同の学校運営協議会と湯前町地域学校協働本部が連携して地

域とともにある学校づくりを進め、地域を愛する児童・生徒を育成します。 

 

 

３．施策の体系 

（１）学校教育施設・設備の整備 

（２）校内研修の充実と学力向上 

（３）小中一貫教育の推進 

（４）地域とともにある学校づくり 

（５）食育の推進 

（６）人権教育の推進 
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４．基本計画 

（１）学校教育施設・設備の整備 

   ＧＩＧＡスクール構想に沿い、教育の情報化に対応する学習環境の整備に努める

とともに、老朽化箇所の工事にも取り組み子どもたちが安心して過ごすことのでき

る環境づくりに計画的に取り組み、安心・安全でやすらぎのある教育環境の機能向

上と整備に万全を尽くします。 

 

（２）校内研修の充実と学力向上 

   全国学力調査など、各種調査の結果を分析することで課題を明らかにし、課題解

決にむけた改善策を検討し、講師を招聘した校内研修等を通して授業改善に努めま

す。特に、ＩＣＴ機器の活用については、遠隔授業を含め様々な活用方法について

研修を深め、指導者個々の力量を高めながら学力の向上を図ります。 

 

（３）小中一貫教育の推進 

    小・中学校が共通の学校経営目標を設定するとともに、「目指す子ども像」の共

有化を図ります。９年間の系統的な教育課程の編成に努め、合同の学校行事や中学

校教員が小学校で指導する「乗り入れ授業」等をさらに推進します。小学校から中

学校への滑らかな接続を図り、子ども一人一人に対応したきめ細やかな教育実践に

努めます。 

 

（４）地域とともにある学校づくり 

小・中学校合同の学校運営協議会と地域学校協働本部のさらなる連携を図り、「地

域住民による学校支援活動」や「学校から地域に向けた地域献活動」を推進し、地

域学校協働活動を通して、地域と一体となった学校づくりを進めます。特に、本町

の文化財・伝統文化との関わりを重視し、地域を誇りに思う子どもを育てます。 

 

（５）食育の推進 

   小・中学校では、農作物を栽培したり、食したりする体験活動等を通して、「食」

に関わる人々に感謝する心を育てます。学校給食センターでは、児童・生徒の健康

増進と体位の向上をめざして、安全・安心でバランスのとれた給食の提供に努める

とともに、地産・地消にも努めます。また、食育指導全体計画等に基づき、家庭と

の連携を図り、清潔で楽しく明るい食事、望ましい食習慣の形成に努めます。 

 

（６）人権教育の推進 

   すべての教育活動を通して、人権意識の高揚と日常化を図り、豊かな感性や人権

感覚を育成することに努めます。特に、いじめ問題については、いじめは人権に関

わる重大な問題であり、人間として絶対に許されないという認識に立ち、その防

止・解消に努めます。また、その他の様々な人権課題については、基本的認識の確

立に努め、課題解決に努めます。 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

小中一貫教育に対する保護

者の満足度（第二期総合戦略

より） 

－ 
７５％ 

（R06 目標） 

地域学校協働活動参加人数 － 
６００人 

（R06 目標） 

 

 

■関連計画 

教育大綱、学校経営案 

 

 

  ■用語解説 

   ＧＩＧＡスクール構想：児童生徒向けの１人１台端末と、高速大容量の通信ネット 

ワークを一体的に整備し、公正に個別最適化された創造性 

を育む教育を全国の学校現場で持続的に実現させる構想。 

    

学校運営協議会：保護者代表や地域住民、地域学校協働活動推進員などによって組 

織され、学校運営や必要な支援に関する協議を行います。 

 

地域学校協働本部：「学校・子ども・家庭・地域・行政」の五者が、連携協働した 

         一体的な取り組みを行う『地域学校協働活動』を推進する体制 

         のこと。子ども達の生き抜く力の育成や、地域住民が自らの地 

域を創っていくという主体的な意識の醸成を目的としていま 

す。 
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第２節 社会教育の振興 

 

１．現況と課題 

社会情勢の変化などの不安や閉塞感、地域コミュニティの衰退や機能喪失が懸念さ

れる昨今において、人々には自己を支える生きがいが求められています。一人ひとり

が目的を持ちながら、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯

にわたって学習し、その成果を適切に生かす機会が必要です。 

現在、本町において国、県、各種団体との連携をもとに、社会教育事業の一つとし

て、生涯学習体系の確立を目指しているところです。しかしながら、学習者の固定化

や減少という課題に直面しており、年齢や就業状況に関わらず学ぶ機会を得ることが

できる環境づくりが求められています。時代や地域のニーズに対応できる講座の見直

しとともに、地域で抱える課題に関する講座等も関係機関と連携を図りながら実施し

ていく必要があります。分館施設の中には建設から３０年以上経過し、老朽化が進ん

でいるところもあり、計画的な改修と長寿命化が課題となっています。 

 

２．基本方針 

本町の社会教育は教育基本法の理念に基づき、個人尊重の精神を基盤に、生涯学習

の視点に立って、町民一人ひとりが変動する社会に、創意と生きがいをもって対応で

きるよう、自己の啓発、町民の教養の向上、健康の増進、生活文化の向上と明るい地

域づくりを目指します。また、学習の場として安全に利用できるよう、老朽化した施

設の改修を段階的に行います。 

 

３．施策の体系 

（１）生涯学習教室の充実と自主活動の推進 

（２）分館活動による地域づくりの推進 

（３）青少年の健全育成 

（４）読書活動の推進 

（５）人権教育の推進 

（６）地域学校協働本部事業の推進と家庭教育の推進 

（７）社会教育施設の充実 

 

４．基本計画 

（１）生涯学習教室の充実と自主活動の推進 

既設の生涯学習については、常に見直しを行いながら、幅広い年齢層が参加で

き、町民のニーズに応じた教室講座の充実と指導者養成に取り組みます。 

 

（２）分館活動による地域づくりの推進 

      分館活動を推進し、連帯意識と郷土愛の高揚を図ります。また、スポーツ活動
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や花づくり活動等をとおして、地域づくりの拠点となるよう支援を行います。 

また、分館施設の中には建設から３０年以上経過し、老朽化が進んでいるとこ

ろもあり、改修が必要な分館施設に対しては、改修の支援を行います。 

 

（３）青少年の健全育成 

同世代や異世代との多様な人間関係の中で体験活動等を経験しながら、社会的

自立に必要な主体性や協調性を育むことができるよう、地域等での多様な活動の

機会・情報提供の充実に努め、青少年及び地域住民の参画の促進を図ります。 

 

（４）読書活動の推進 

利用者のニーズに即した図書の充実を図るとともに、子どもたちの読書活動を

推進し、幅広い知識や豊かな想像力を育む環境を整えます。 

また、図書室の蔵書数増加に伴い、書架スペース・閲覧スペース等が狭小化し

つつあるので、利用者がゆっくりと選書・読書できるよう増床を図っていきます。 

 

（５）人権教育の推進 

女性の人権、高齢者の人権、障がい者の人権など、人権に関する重要な課題に

ついて、研修会等を通して基本的人権を正しく理解することに努めます。さらに、

それぞれの人権問題を自らの問題としてとらえ、具体的な行動につなげていくよ

う啓発していきます。 

 

（６）地域学校協働本部事業の推進と家庭教育の推進 

    湯前町において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やか 

なネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した活動を推進し、 

子どもたちの生きる力を育むとともに、地域課題の解決に取り組む担い手育成に取

り 

組みます。また、様々な団体との協働により「親の学び」など保護者はじめ家庭教 

育に関わる人への支援を推進します。 

 

（７）社会教育施設の充実 

中央公民館や改善センター等の社会教育施設は、生涯学習・各種サークル活

動・総合型スポーツクラブの他、講演会や研修会・会議・レクリエーション等に

利用され、町民の学習活動や文化振興の拠点となっています。利用者の高齢化や

生活様式の変化に伴い、施設の改修を段階的に行い、更に利用者にやさしい施設、

安心して学習できる場を提供します。 
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■目標値 

将来の姿を表す指標 現状 令和５年度目標値 

生涯学習講座の参加者数 １８５人 ２４５人 

図 書 利 用 者 数 ８３７人 １，５００人 

 

■関連計画など 

教育大綱、子ども読書活動推進計画 
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第３節 社会体育の振興 

 

１．現況と課題 

近年の社会環境の変化によりスポーツを取り巻く環境も大きく変化しており、本

町のスポーツ活動の基盤となっている体育協会においても、会員数が減少傾向にあ

るなどスポーツ離れが顕著に表れています。スポーツ活動を行う目的も、競技力の

向上から趣味や健康づくりを主とした目的に変化し、スポーツニーズも多様化して

います。 

そのような中、町民の健康づくりと地域のコミュニティの形成を目的とした「総

合型地域スポーツクラブ湯前さわやかクラブ『だんだん』」では、社会体育に移行し

た小学校運動部活動に替わり「総合運動クラブ」を行うなど、地域ニーズに応えな

がら教室を開催し、会員数は増加傾向にあります。しかしながら、地域全体でみる

と社会情勢の変化やスポーツを取り巻く環境の変化によって、スポーツ機会の減少

やスポーツコミュニティの存続危機となっています。今後は新しい生活様式を取り

入れながら、体育協会や湯前さわやかクラブ『だんだん』等、関係団体が協力し、

地域ニーズに応えながら安心して参画できる活動を推進していく必要があります。 

また、Ｂ＆Ｇ海洋センターではＢ＆Ｇ財団の協力を得て、様々な目的をもって集

える地域コミュニティとしての拠点整備や老朽化箇所の修繕を実施し施設機能の回

復と機能向上を図り多くの方に活用いただきました。 

町民グラウンド及びテニスコートは、建設から３０年以上経過し雨漏りや照明の

ＬＥＤ化や照度不足、コート劣化等、利用者の要望には十分に応えられない状況に

あります。 

 

２．基本方針 

町民が生活の一部として親しむ「健康と楽しみのスポーツ」と『スポーツを「する」

「みる」「支える」』ことで、年齢、性別、障がいの有無等にとらわれることなく気軽

にスポーツに親しみ、前向きで活力のある社会とスポーツコミュニティによる絆を育

み、自己実現を図ることができる社会の実現を目指して、ニーズに応じたスポーツ振

興施策を展開していきます。 

    

３．施策の体系 

（１）スポーツ団体の充実と活性化 

（２）体育施設の整備、維持管理 

 

４．基本計画 

（１）スポーツ団体の充実と活性化 

スポーツ団体を母体として、小学校総合運動クラブなどのジュニア育成や会員

確保のための体験教室の実施等、活発な活動を促し町民のニーズに応えられるよ
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うスポーツ振興施策を展開します。 

また、全国のＢ＆Ｇ関係組織や体育協会・総合型地域スポーツクラブ・スポー

ツ推進委員・B&G 海洋センター指導者会などと連携し、地域スポーツ活動や体

験活動の活性化と担い手育成を行うとともに、スポーツや健康づくりを通じたコ

ミュニティ形成にも引き続き取り組み、交流人口の拡大を図ります。 

 

（２）体育施設の整備、維持管理 

体育施設については、安全に施設を利用していただき、利用者の使いやすい施

設となるよう、長期的な視点により改修等の計画を行い施設の整備を行うととも

に、適正な維持管理を行います。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

人口に対するスポーツ団体への加入率 １５％ １７％ 

 

■関連計画など 

教育大綱・スポーツ基本計画（スポーツ庁） 
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第４節 文化財保護と文化振興 

 

１．現況と課題 

本町には美しい自然と農村風景のなかに、数多くの有形、無形の文化財が散在して

います。これらの文化財の多くは長い歴史の中で、保存、継承されてきた遺産であり、

町の歴史や文化を理解するために重要なものです。 

   しかしながら、地区で守られてきた文化財も多く、地域住民の高齢化のなか、新た

な文化財の保存と活用方法を確立することが求められています。 

   文化団体については、学習意欲の増大に伴い、多様化するニーズに対応できるよう

に、団体の育成支援や活動の場となる中央公民館などの施設の拡充が必要になってき

ています。 

湯前まんが美術館においては、那須良輔作品を展示するとともに、「まんが」にこ

だわった企画展示を開催するなど集客力をいかに高めるかが課題です。 

 

２．基本方針 

    ふるさと文化の振興のため、文化財の保存と活用に努め、文化団体の育成、湯前ま

んが美術館事業の充実を目指します。 

 

３．施策の体系 

（１）文化財愛護意識の高揚 

（２）未指定文化財の調査 

（３）指定文化財の維持管理 

（４）湯前まんが美術館事業の充実 

（５）文化団体の育成 

 

４．基本計画 

（１）文化財愛護意識の高揚 

中央公民館主催の「歴史の道探訪講座」や小学生の町内探険、特に太鼓踊り

や棒踊りなどの無形民俗文化財については、小・中学校の総合学習の時間をと

おして踊りを体験することで、後継者育成、文化財愛護意識の高揚を図ります。 

 また、学校教育、総合的な学習の時間にも有効な、平易な副読本の作成を検

討していきます。 

 

（２）未指定文化財の調査 

平成 28 年度の歴史的風致維持向上計画、平成 29 年度に歴史文化基本構想が 

策定がされ、地域の習俗等も含めた文化財の基礎調査が行われました。これら 

を基にし、より詳細な調査を行い指定文化財にすべきものは指定に向けた取り

組みを行っていきます。また、個人所蔵の古文書等については把握数が少なく
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今後の発見の可能性が高いことから、町全体に啓発を進めていきます。 

 

（３）指定文化財の維持管理 

県指定重要文化財である下里御大師堂附厨子の保存修理事業を行いながら、事 

業の現地見学などで普及啓発活動を充実させます。また、文化財周辺も含めた環 

境整備も行います。 

 

 （４）湯前まんが美術館事業の充実 

親しみやすいマンガの展示を進め、周辺観光施設との連携を図りながら、広報 

活動を進めていきます。平成 28 年度に策定されたまんが美術館等活用計画を適

宜見直しながらその実現を図るとともに、収蔵資料のアーカイブ化を推し進める 

ことで既存資料の活用を積極的に行います。那須良輔作品の常設展示を外すこと 

なく、若い世代にも受け入れやすいようなマンガ展も行います。 

  

（５）文化団体の育成（マイホームタウン構想） 

         文化協会など文化団体の育成、助成に努め、また、利用される施設の拡充を進

めていきます。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

まんが美術館の観覧者数 ２，７９３人 ５，３００人 

文化財行政・文化財の保存

活用 

（R2まちづくりアンケート

より） 

満足している・どち

らかといえば満足

している 

２５％ 

満足している・どちらかとい

えば満足している 

３５％ 

 

■関連計画など 

教育大綱、歴史的風致維持向上計画、歴史文化基本構想、まんが美術館等活用計画 
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第６章 みんなで描き育む町づくり 

第１節 情報化社会へ対応した町づくり 

 

１．現況と課題 

    近年の情報通信技術の進展や高度情報通信ネットワークの生活への浸透、スマー

トホン等の普及により、情報通信量が飛躍的に増加している中、安心で安全なネッ

トワークの利用環境の確保は重要性が増しており、個人情報などのセキュリティ確

保に対するニーズが高まっています。 

    本町の行政情報、防災情報などの情報発信は、町広報誌（旬報・広報）、ＩＰ告知、

町ホームページ等により行われていますが、町民全体に確実に情報が伝えられてい

ない状況もあり、情報発信方法の更なる充実が求められています。 

平成２２年度に大容量の高速データ通信が可能な光ファイバーケーブルを利用し

た情報通信システムを整備したことで、行政情報、防災情報を迅速に伝達することが

可能となりました。しかし、整備後１０年が経過し、設備の老朽化と町民ニーズの変

化に伴い、新たな情報通信システムの再構築が求められています。災害発生時におけ

る防災情報伝達機能の充実を図ることを重要視するとともに、今後も、町民の安心安

全を守るシステムの構築を検討します。また国が進めるデジタル化など電子自治体の

実現に対応するなど、有効かつ高度に利用するための工夫と、新たな技術を活用する

と同時に費用対効果を含め検討していくことが今後の課題となっています。 

          

２．基本方針 

旬報・広報の誌面内容、及び本町ホームページの内容について更なる充実を図りま

す。また情報通信システムを利用し、防災、福祉、産業、観光、教育など広い分野に

おいて、地域の特色、創意工夫に基づいた利活用を図り、町民生活の利便性の向上と、

安心を実感できるまちづくりを目指します。 

なお、行政事務のデジタル化が進められる中で、庁舎内外の行政事務の高度化と効 

率化にも努めます。 

 

３．施策の体系 

  （１）情報収集と広報活動の充実 

  （２）情報通信システムの再構築 

  （３）行政事務の高度化・効率化 

 

４．基本計画 

  （１）情報収集と広報活動の充実 

       広報活動において、行政と町民、或いは企業や団体との協働や情報の共有化

による情報収集に積極的に努め、情報収集と掲載内容の更なる充実を図り、行
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政情報、できごと情報など、地域住民のニーズに即したタイムリーな広報誌の

発行と本町ホームページの充実を図ります。 

 

  （２）情報通信システムの再構築 

      情報通信システムを利用した高度な防災情報システムの構築を検討し、また

高齢化社会へ対応したシステム構築実現への取り組みの他、地場産業の活性化、

観光振興など幅広い利活用を検討し、具体化に向けた取り組みを推進します。 

 

  （３）行政事務の高度化・効率化 

      行政における事務事業のデジタル化及び個人情報保護、セキュリティ強化な

どの対策においては、その必要性を十分に配慮しながら、権限移譲や地方分権

に伴う事務の増大・複雑化に応じて、事務事業の高度化・効率化を図ります。

また、各種電子申請などの受付発行業務についても、地域の実態に即した町民

サービスを検討し推進します。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

マイナンバーカード交付率 １４．９％ ５０．０％ 

   ※総務省「マイナンバーカード交付円滑化計画」に基づく 

 

■関連計画 

湯前町情報化基本計画 

 

 

 

 

 

 

 



－第６次湯前町総合計画－ 

- 61 - 

 

第２節 参画と協働で共につくる町 

 

１．現況と課題 

   人口減少・高齢化が加速するなか、世帯構成員の減少により、地域における人と人

とのつながりの希薄化により、地域活動への参加意識の低下や、行政区役員の高齢化

や固定化等により地域活動に支障をきたしています。こうした中で、多くの町民がま

ちづくりの担い手として参画することや、町民自らが明るい未来をつくるという意識

が必要となります。 

   また町民の生活様式や価値観の変化に伴い、まちづくりに対する町民の要望も多様

化しています。このような中、行政のみがサービスを提供するのではなく、町民、民

主団体、NPO法人など様々な主体が担い手となり、お互いが補完しながらまちづくり

を進めていく必要があります。 

 

２．基本方針 

   町民と行政の協働のまちづくりを推進するため、町民誰もが、まちづくりに参画で

きる環境づくりに取り組み、町民自ら積極的・主体的にまちづくりに参画する意識の

醸成を図ります。また町職員の行政区担当制など地域との連携を強化し、地域コミュ

ニティの活性化を推進します。そして、町民と行政が補完しながら、町民一人ひとり

の暮らしの満足度が高まる協働社会づくりを推進します。 

 

３．施策の体系 

 （１）まちづくりへの町民の参画と協働機会の充実 

 （２）男女共同参画の推進 

 （３）広報の充実 

 （４）行政区担当制などでの広聴活動の充実 

 

４．基本計画 

 （１）まちづくりへの町民の参画と協働機会の充実 

  町民主体による活動や取り組みに対し積極的な支援を行うとともに、パブリッ

クコメントやワークショップなどを行い、さまざまな場面で町民がまちづくりに

参画できる体制づくり、協働の機会創出を目指します。 

 

 （２）男女共同参画の推進 

     町民一人ひとりが互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる環境づくりを推進するた

め、行政及び懇話会をはじめとし、地域住民や事業所等への男女共同参画の意識

啓発に取り組みます。 
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（３）広報活動の充実 

「広報ゆのまえ」の内容の充実とわかりやすい紙面づくりを行うとともに、令和

２年度にリニューアルしたホームページや同年に開設した SNS の公式アカウン

トを活用し、町民が各種情報を得られやすい環境づくりに努めます。 

 

（４）広聴活動の充実 

     各種アンケートの実施や、行政区担当職員が定期的に行政区を訪問し、町民の

意見・アイデアを積極的に取り入れる協働のまちづくりを推進します。 

 

■目標値  

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

まちづくりに参加し

ており、今後も続けた

いと答えた人および

現在は参加していな

いが、今後は参加した

いと答えた人の割合 

３３．０％ ４０．０％ 

 

 

■関連計画 

 湯前町男共同参画計画 
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第３節 行財政運営 

 

１．現況と課題 

   日本の財政事情は、バブル崩壊後、長く停滞したまま、地域の疲弊、財政赤字、格

差の広がりを見せています。さらに、平成２６年、令和元年と段階的に消費税が引き

上げられ、国民の負担は大きくなりました。また、令和２年７月豪雨により人吉球磨

各地で甚大な被害が発生し、災害からの復旧復興に膨大な費用がかかるものと見込ま

れます。そのような状況のなか、本町においては、老朽化した施設の改修、経済基盤

を強固にするための産業の振興事業、住環境の整備など課題は多く、町民の視点に立

った行財政運営の効率化が求められています。 

また、平成２１年度から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、

一般会計や特別会計のみならず、公営企業会計についても、財政状況の把握と分析を

適正に行い、財政の健全化に努める必要があります。本町の経常収支比率は９０％台

を推移しており、財政的に硬直化が進んでいる状況にあり、町民サービスの低下を招

かないよう、取り組まなければなりません。 

自主財源である町税を見ると、少子高齢化などで納税義務者の減少がみられるもの

の、税制改正により町税収入は近年横ばい傾向にあります。しかし、このまま少子高

齢化による労働人口の減少が進むと、町税収入は減少することになります。また、若

年層における納税意識の低下などにより新規滞納者が出現しており、使用料等も含め

た適切な滞納対策が求められています。 

 

２．基本方針 

町財政の中期的な収支見込みを的確に把握しながら、限られた財源を重点的かつ

効率的に配分し、新たな歳出需要にも積極的に対応できるよう健全な財政運営に努め

ます。 

また、効率的かつ効果的に実施するためには、従来行ってきた事務事業の成果を

検証し、本来の目的に照らし合わせながら財政運営を見直していきます。 

町税においては、本町の主な財源となる税収の確保が行財政運営の重要課題とな

っており、税負担の公平性からの観点からも滞納対策を厳正に行い、税収を確保す

る必要があるため、徴収体制の強化に取り組み、税収の確保に最大限の努力に努め

ます。また、使用料等も含めた関係部署と連携を図ります。 

ふるさと納税においては、制度を遵守し税制を通じてふるさとへ貢献するといっ 

た本来の趣旨に立ち戻り、新たな財源としてふるさと納税の収入向上に努めます。 

 

３．施策の体系 

 （１）選択と集中による事業の重点化 

 （２）計画的な人材育成 

 （３）適切な課税と徴収強化 
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 （４）新たな財源の確保 

 

４．基本計画 

  （１）選択と集中による事業の重点化 

非常に厳しい財政状況の中、限られた財源の中で真に必要な事業を選択し、

歳出全般にわたる見直しと、合理化・効率化に徹底的に取り組み、各種施策の

優先度の見極めを行うことで、所要財源の確保に努めます。 

また、人口減少、担い手不足の加速により維持が困難になってきた公民分館

や行政区の統廃合も視野に入れ、これまでの概念や常識にとらわれず地域コミ

ュニティの存続を図ります。 

 

  （２）計画的な人材育成 

町民の福祉の向上及び町民サービスの更なる向上への期待と信頼に応えら

れるよう、職員へ各種研修の参加を積極的に促すなど、人材育成を計画的に推

進します。 

 

  （３）適切な課税と徴収強化 

現年度分については、新規滞納の防止策を講じ、滞納繰越分についてはその

滞納原因を把握し、各々に応じた適正な滞納整理を実施するとともに、自力執

行権に基づく厳正な滞納処分に取り組みます。また、使用料等も含めた関係部

署と連携を強化し、滞納額全体の抑制を図ります。 

 

 （４）新たな財源の確保 

      出身者をはじめ、町外の人にも本町を応援していただけるようなまちづくり

を行いながら、ふるさと納税制度を活用した自主財源の確保に努めます。 

使途は、寄附者の思いを取り組みに反映し、より魅力あるまちづくりにつな

げていきます。 

 

 

■目標値 

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

町 税 徴 収 率 ９５．９％ ９８．０％ 

ふるさと納税税収額 ３０,０００千円 ５０,０００千円 

 

■関連計画 

 第６期湯前町行財政改革計画 
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第４節 広域行政及び広域連携の推進 

 

１．現況と課題 

全国的に見られるように、急速な少子高齢化の進行や人口減少社会を迎えており、

人吉球磨圏域においてもその傾向は顕著であり、人口流出による地域活力の低下が、

構成する市町村にとって避けては通れない大きな課題となっています。今後予想さ

れる人口減少社会に対応し、定住人口を確保するためには、圏域の市町村が相互に

役割を分担しながら連携し、圏域全体で町民の暮らしに必要な機能を確保するとと

もに、圏域全体のさらなる活性化を図ることが重要となります。 

本町は、人吉球磨地域圏の構成市町村とゴミ・し尿処理、下水道、消防、医療、

介護保険等の認定審査、火葬場などについて、一部事務組合若しくは、機関の共同

設置を図るなど密接な連携を取り合っています。このような市町村の枠を越えた広

域的なネットワーク形成や共同の事業運営など、各市町村の特徴を活かしながら機

能分担を図った広域行政の果たす役割がますます重要となっています。また、平成

27 年 1 月に中心市となっていた人吉市と圏域 9 町村で人吉球磨定住自立圏形成協定

を締結しました。その協定の中で令和 2 年 3 月に「第 2 次人吉球磨定住自立圏共生

ビジョン」を策定し、「集約とネットワーク」の考え方に基づき、中心市と圏域町村

が保険・医療、福祉、文化、観光、産業振興、地域公共交通、圏域における人材の

育成及び活動などの各種分野において相互に連携と協力を行うことにより、圏域全

体の活性化に取り組んでいます。 

今後もさまざまな分野において効率的で効果的な行政運営や事業推進を図るため、

広域行政における推進体制やネットワークを強化する必要があります。 

 

２．基本計画 

近隣市町村との連携を深め、効率的、効果的な広域行政を推進します。 

また、町民サービスの更なる向上や財政の効率化を図るため、人吉球磨定住自立圏

形成協定の中や隣接する宮崎県の市町村とも新たな広域連携を検討します。 

 

３．施策の体系 

（１）広域行政の推進 

（２）近隣市町村等との連携強化 

 

４．基本計画 

（１）広域行政の推進 

①人吉球磨広域行政組合と連携した新たな事業等を検討し、実現に努めます。 

②上球磨消防組合、球磨郡公立多良木病院企業団など共同で設置している機関の効

率的な運営を進めます。 
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（２）近隣市町村等との連携強化 

     「第 2 次人吉球磨定住自立圏共生ビジョン」を基に、安心・快適に暮らせる定

住自立圏の形成に向けて、人吉球磨圏域市町村が連携して具体的な取り組みを

検討します。また、隣接する宮崎県の市町村とも広域の共通課題の解決に向け

た取り組みについて連携を図ります。 

  

 

■目標値  

将来の姿を表す指標 現  状 令和５年度目標値 

人吉球磨定住自立圏

形成協定書に基づく

取り組み事項の数 

１４ １４ 

 

 

 ■用語解説 

  ①人吉球磨定住自立圏共生ビジョン 


